
立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊OB・OG会
会長 植野 幸和

主の平和　 立教学院諸聖
徒礼拝堂聖歌隊ＯＢＯＧ
会の皆さまにおかれまして
は、お元気でご活躍のこ
とと存じます。
私事ですが、今年は、年
明け早々に、私たち夫婦
が名親を務めた聖歌隊の
後輩Ｔ君の訃報に接しまし

た。そしてまた、３月１１日には東日本大震災
に見舞われました。
４月２日には予想を遙かに上回る聖歌隊の仲
間が集まってくださり（感謝！）、豊かな音楽
に満ちたＴ君への記念の祈りと東日本大震災被
災者への祈りが行われました。
昨年同様、今年もまた、１年生を含めた現役
とＯＢＯＧ有志によるレインボーコンサートに
引き続き、ＯＢＯＧ会総会と現役・ＯＢＯＧ懇
親会が開催されました。
今年のコンサートは、東日本大震災に被災さ
れた方々を憶え、そのご家族の方々を励ますこ
とも目標にして素晴らしい演奏が行なわれまし
たが、ＯＢＯＧとくに男声の参加がもっと多け
ればと思いました。
秋にはレクイエム奉唱会が予定されていま
す。今年は、特にスティーヴン・モーガン氏の
新作のレクイエムの初演を目指しています。Ｏ
ＢＯＧ諸兄姉の方々の参加を期待しています。
レインボーコンサートもレクイエム奉唱会も
毎年概ね決まった時期に開催されています。是
非、年間スケジュールの中にレインボーコン
サートとレクイエム奉唱会を組み入れていただ
ければと願っています。

立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊
隊長 スコット・ショウ

OB/OG会の皆様、いかがお
過ごしでしょうか？ ３月に
起こった震災によって私達の
生活が変わり、忘れ難い出
来事となりました。特に今
回、聖歌隊にとって。その日
は聖歌隊とオルガニストギル
ドの２週間英国研修旅行を
終え、成田に到着した日でし

た。幸いにも帰宅後に地震が発生した為、学生
達は無事でした。様々な面で今回のツアーも成
功でした。何より大切な事は、学生が研修後、
チャペルの奉仕に対する取り組み方です。多く
の聖歌隊が日常奉仕する姿を見たり、聞いたり
し、チャペル聖歌隊としての意味をより高めた
ようです。本場の聖歌隊を見聞した事は彼らの
心の中に一生残る事でしょう。この経験はOB/
OGの皆様のサポートなしには実現できません。
大変感謝です。
最後になりますが、立教の今後のドキドキす

る“チェンジ”をお知らせします。２０１３年、
新座・池袋両キャンパスチャペルに新しいオル
ガンが設置され、その為に改造工事が予定され
ています。又、長年待ち望んだチャペル会館の
建て直しが２０１２年に行われ、聖歌隊に必要
だったリハーサル室や現在池袋キャンパスチャ
ペルにあるベッケラートオルガンが移動し再設
置されるオルガン小ホールが生まれます。もちろ
んこの工事の間、レインボーコンサートやレク
イエム奉唱会に不便は生じますが、２０１３年
には教会音楽にとって最高級な場所が完成する
事を考えれば、“待つこと”にも価値があると思
います。
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2010年度現役活動報告

2月 25-26日 Winter Training
3月 2-8日 春合宿(千葉県岩井海岸)
 12,19,23,30日 Spring Training
 24日 卒業礼拝
 25日 学位授与式

前期活動開始
4月 3,5-6日 入学式
 4日 イースター礼拝
5月 4-5日 新歓ハイク(千葉県岩井海岸)
 7日 創立記念礼拝
 23日 ペンテコステ礼拝
6月 26日 レインボーコンサート、
  OB/OG総会
7月 30-31日 Summer TrainingⅠ

後期活動開始
9月 1-2日 Summer TrainingⅡ
 5日 レクイエム奉唱会練習開始
 8-14日 夏合宿(群馬県片品村)
 25日 入隊式
10月 23日 逝去者記念礼拝
  レクイエム奉唱会
12月 2日 ウィリアムズ主教記念礼拝
 10日 メサイア演奏会
 18日 Lessons＆Carols
 24日 大晩祷、キャロリング、深夜ミサ
 25日 降誕日ミサ 
1月 16日 後期活動終了、スタッフ交代

2011年度現役活動報告と計画

2月　5,1,10,15,18,22日
  Winter Training
  　　24日-3月11日
  英国教会音楽研修

前期活動開始
4月 24日 イースター礼拝
5月 9日 創立記念礼拝
 10日 ランチタイムコンサート
6月 18日 レインボーコンサート、
  OB/OG総会
7月 30-31日 Summer TrainingⅠ

後期活動開始
9月 1-2日 Summer TrainingⅡ
 4日 レクイエム奉唱会練習開始
 6-12日 夏合宿(群馬県片品村)
 24日 入隊式
10月 29日 逝去者記念礼拝、
  レクイエム奉唱会
11月 5日 チャリティーコンサート
  （横浜みなとみらいホール）
12月 2日 ウィリアムズ主教記念礼拝
 7日 メサイア演奏会
 17日 Lessons＆Carols
 24日 大晩祷、キャロリング、深夜ミサ
 25日 降誕日ミサ
1月 22日 後期活動終了、スタッフ交代

聖歌隊OB・OG会報 第8号
 

-	 2	 -



2010年度前期現役活動報告

 2011年度代表 盛田 梓

今年度前期はまず、2月後半から2週間余、立
教大学オーガニスト・ギルドと共に、英国教会
音楽研修を行いました。この研修は、団体とし
ては勿論のこと、隊員一人一人が自発的に学び
成長できる、想像を遥かに越えた素晴らしい経
験でした。有数のカレッジが集まるCambridge
やOxfordの現地の聖歌隊長から直接指導を受
け、カレッジの聖歌隊と共に夕の礼拝で奉仕し
たこと、Godmanchesterでホームステイ、また
行く先々のカレッジや教会でたくさんの夕の
礼拝・主日礼拝に出席したことなど、本当に大
きな学びとなりました。
さて、今年は帰国日に起きた東日本大震災に

より、本学も学期開始が１ヶ月遅れることとな
りました。それに伴い3月～4月上旬の公式行事
は全て中止と決定致しましたので、今年の現役
聖歌隊は卒業礼拝や入学式の無い、異例のス
タートを切ることとなりました。
新歓活動においても必然的に新歓活動期間も

１ヶ月遅れ、十分な数の新入隊員を確保できる
か不安がありましたが、今年は男声3名、女声15
名の計18名（7/24現在）と、例年よりも多く大
成功に終わりました。
そして5月上旬、授業開始に伴い、新しく加

わった一年生と共に、レインボーコンサートに
向けての練習が始まりました。今年は１ヶ月遅

いスタートのため一年生の練習時間が十分にと
れないことが不安要素としてありましたが、一
年生の努力と意欲、そして上級生と先生方のサ
ポートにより、コンサート第一部では無事に全
員揃って演奏をすることができました。曲目
は、前述の英国教会音楽研修中に行ったコン
サートのレパートリーから数曲、現地のクワイ
ヤーが礼拝で歌っていたMagnificat and Nunc 
dimittis などが挙げられます。
また後期から、一年生が夏合宿を経て正隊員

となり一層迫力のある演奏が期待されますが、1
～3年生計45名という大規模聖歌隊をいかにし
て運営していくかが、これからの大きな課題と
なります。さらに、今年のレクイエム奉唱会で
はSteven G. Morgan氏作曲のRequiemを、ご
本人の指揮の下、OB/OGの方々と初演すること
が決定しており、素晴らしい奉唱会とすること
ができるよう全員が力を合わせて取り組んでい
きたいと思っております。
今後の現役聖歌隊の、さらなる飛躍をお祈り

していただけるようお願い申し上げると共に、
ご挨拶とさせていただきます。

2011年7月24日
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2月24日-3月11日 英国音楽研修



英国教会音楽研修報告
2010年度英国教会音楽研修実行委長
文学科 文芸・思想専修3年 橘怜美

英国研修（2月24日～3月11日）が終わり、早
４ヵ月が経ちました。思えば準備に忙殺された
一年間、大地震の混乱の最中にあった研修直後
を過ぎ、ようやく当時を振り返る余裕も出てき
ました。私たちは今回の研修で何を学び、それ
をどのように隊の活動に還元していくべきか。実
行委員長としてではなく一隊員として考えたこ
とを述べたいと思います。
きっかけは、チャペルや大聖堂などの礼拝施
設で味わった感覚でした。これらの中に入る
度、外との空気の違いを感じたのです。精神が
研ぎ澄まされるような緊張感と、包み込まれる
ような安らぎ。相反する二つの要素が、神秘的
で崇高な雰囲気を醸し出しているように感じ、
圧倒されました。特にWestminster Abbey や
Canterbury Cathedralなどの大きく荘厳な建物
の中では、自分という存在の小ささを思い知ら
されました。
聞いた話では、そのような感覚は建物の構造
に起因するとのことです。遥かな天井と美しい
ステンドグラス、幻想的な音響をもたらす石造
りの内壁。礼拝施設には、人の信仰心をより強
めるための様々な工夫がなされています。私が味
わった感覚も、設計者側によって半ば意図的に
呼び起こされたものだといえるでしょう。
しかしたとえそうだとしても、その感覚は確
かに私自身の内省を促しました。自分はなぜこ
こにいるのだろう。人々が真摯な祈りを捧げる
場に、信徒ではない自分が足を踏み入れる権利
はないのではないか。それでは色々な方の援助
を受けてまで、この研修に参加する意味とは何
か。これらの問いには帰国後も満足な答えが浮
かばず、歯痒さを感じていましたが、時と共に
別の考えが強くなってきました。
（少なくとも聖公会の）礼拝施設は誰に対し
ても開かれています。それは訪れる人々の信仰心
を問わず彼らを受け入れるからであり、立教の
チャペルと同じです。建物の荘厳さや伝統の重
みに圧倒され、それを忘れてしまっていた、そ
れだけの話だったのかもしれません。しかし当

時の悩みは結果的に、自分と祈りの場との関係
について熟考する契機となりました。神の宿る
祈りの場を訪れることで、信仰の有無に拘わら
ず、必然的に神と自分との関係を意識させられ
ます。それは同時に、程度の差はあれ自らに対
する内省へとつながるでしょう。すなわち祈り
の場は、自らの心と向きあうため、万人に対し
て開かれているのではないか―これが今回の研修
を通して私が認識したことです。
さて、参加者それぞれが、現地での経験から
何かを学んだことと思いますが、それを自分の
糧にするだけというのは勿体ないことです。多
くの方々のご支援により貴重な体験をさせて頂
いた私たちには、学んだことを隊に還元する義
務があります。一人一人がより真摯な態度で活
動に励み、技術面・精神面共に一層磨かれた聖
歌隊として奉仕を行っていきたいと考えていま
す。
最後に、次に研修を実施できるとすれば、早
くて再来年の春となり、現一年生による実行委
員会を主体として準備を進めることになります。
実行委員は私たちの代と同様、忙しい一年間を
送ることになると思いますが、前任者として
しっかりサポートする心構えでいます。彼らが今
回のような実り多き研修を実現させられるよ
う、皆様にも再び温かく見守って頂けると幸い
です。
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英国教会音楽研修報告

聖歌隊OB・OG会報 第8号
 

-	 5	 -

St Catharine’s College Chapel

Godmanchester

Ely Cathedral

Canterbury Cathedral

Canterbury Cathedral

Corpus Christi Chapel



聖歌隊OB/OG会　総会・懇親会
～ 2011年6月18日（土）～

[ 参加したOB/OGからのメッセージ ]

大西礼子（‘70卒）

「久し振りに聖歌隊OB・OG会に出席して」

数年ぶりに母校を訪れ、聖歌隊のOB・OG会
に出席しました。
会の前に開催されたレインボーコンサートを

聴くためチャペルに入ると、そこには私の在籍
した40数年前と同じ空気が漂っていました。懐
かしいクワイヤ席に座って、歌声に耳を澄ませ
ました。スコット・ショー隊長の指揮を見つめ
る学生の真剣な眼差し、制御された発声、美し
いハーモニーに感服しました。私たちの時代
は、もう少し野生的な声の集団だった気がしま
す。バッハ、ヘンデル、パレストリーナなど、バ
ラエティに富んだプログラムでした。OB・OG
の加わった“The King shall rejoice”は、オーケ
ストラの後押しもあって、パワフルで聴き応え
がありました。
堅牢なビルに変身した「山小屋」で行われた

総会・懇親会は、大先輩から近年の卒業生、現
役学生まで、幅広い世代が集いました。新入隊
員の自己紹介や英国研修旅行の報告があ
り・・・圧巻は全員で歌った数曲のアンセムや
聖歌。地が轟くような大音響！　楽しいひとと
きでした。
学生たちが卒業後、各地の教会で聖歌隊の隊
員として、あるいは新しく聖歌隊を作って、

主を賛美するお手伝いをしてくれたら、最高で
す！

 

石黒秋江（’09卒）

恥ずかしながら、卒業以来、OGとしては今
回初めて総会に参加しました。現役時代はずっ
と第一食堂で開催されていたので、 山小屋での
総会は何だか新鮮で、アットホームな雰囲気も
あり、とても良かったなぁと思っています。
普段こういった集まりにあまり参加していな

いためか、久しぶりに色んな世代のメンバーが
集まるのを見て、皆いい顔をしているなぁ、と
感じました。特に、昭和世代の先輩方が楽しそ
うに、素敵な表情で会話されまた歌われていた
のが、とても印象的です。立教の聖歌隊として過
ごされた時間や、このような会を、今もとても
大切にされているのが伝わってきました。自分
も卒業して既に３年が過ぎましたが、仲間と歌
える機会、集まれる機会を、自戒の念も込め
て、もっと大切にしなくては、と改めて思いま
した。
総会の後、なんだか飲み足らず、とある先輩

と西口のアイリッシュパブへ。最後に全員で
歌った聖歌(特にロイヤルウェディングで歌われ
たあの曲)が頭から離れず、二人で口ずさんで盛
り上がったのですが、その様子を心優しく見
守ってくれていたと思われる、斜め前のテーブル
で飲んでいらした音楽好きなインド人のおじ様
とお友達になりました。歌はいいものですね。
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OB・OG会会計報告（2010年度）
役員会会計担当

〔収入の部〕
（1）2010年度の年会費、賛助金は2010年3月31
日までに入金があったものです。

  年会費 78名 78,000円
  賛助金 43名 190,000円
  合計　  268,000円
のご支援をいただきましたが、昨年に比べて
金額で624,000円の大幅な減額となっておりま
す。

（2）年会費と賛助金のご協力者のご芳名は、別
掲のとおりです。
なお、本年度もスコット・ショウ隊長、ショ

ウ万里子様、猿田潤子様よりご寄付頂きまし
た。誠に有難うございます。

〔支出の部〕
（1）通信費、印刷費及び文具費の合計179,017
円は、会報の発行2回分、レインボーコン
サート、懇親会の案内などに関する経費とし
て支出いたしました。

（2）2010年秋のレクイエム奉唱会では、ソリ
スト、オーケストラ謝礼の援助金として
180,000円を、また2月の現役の英国への研修
旅行援助金として100,000円を支出いたしまし
た。

（3）ホームページの通信費及びドメイン使用料
として31,248円支出いたしました。

（4）ブランスタッド隊長の小平霊園墓地管理料
として東京教区へ年額1,000円を支出いたし
ました。

〔収　　入　　の　　部〕
 前年度からの繰越金 390,952 円　
 年  会  費・賛  助  金 268,000 円　
 　  （年会費：78件 78,000 円）
 　  （賛助金：43件） 190,000 円）
 懇  親  会    参  加  費 240,000 円　
 合　　　　　　　計 898,952 円　

〔支　　出　　の　　部〕
 通　　　信　　　費 133,220 円
 印  刷  費・文  具  費 45,797 円
 レクイエム奉唱援助 180,000 円
 英国研修旅行援助金 100,000 円
 ホームページ諸経費 31,248 円
 雑　費（振込手数料） 3,290 円 
 墓　地　管　理　費 1,000 円
 懇　親　会　費　用 240,000 円
 次年度への繰越金 164,397 円
 合　　　　　　　計 898,952 円

OB・OG会Webサイト、絶賛稼働中！！
www.rikkyo-choir-alumni.com

OB/OG会の最新情報、過去データの閲覧はこちら
で！また各世代の思い出の写真やエピソード、活動
のお知らせやお誘いなど何でもお寄せください
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賛助金協力者ご芳名（2010年度）
（敬称略）

〔名誉会員〕
スコット・ショウ　ショウ万里子　猿田潤子
 （3名）
〔1950年代〕
工藤俊雄　古谷倹次　鈴木侊子　寺本睦夫
今井和道　内藤博子　関武矩　笹部久美子
樋口陽子　小川春乃　青木瑞恵　坂本敬
佐藤健二郎 （13名）
 
〔1960年代〕
古市欣生　河合玲子　檀上仁江　福代亮三
橋本圭子　栗岩和彦　谷市三　糟谷證
糟谷愛　天野克彦　内田研吾　田中桂子　西章
 （13名）

〔1970年代〕
山田正子　植野幸和　植野さなえ　青山博子
相澤牧人　荒牧節子　須藤恵子　徳住光則
伊藤正人　伊藤弥寿世　阿部智子
長田睦子 （12名）

〔1980年代〕
佐藤美子 （1名）

〔1990年代〕
森山弦人　森山友恵 （2名）

〔2000年代〕
小美戸亜希　石原絵美 （1名）

合計　45名　190,000円 

年会費納入者ご芳名（2010年度）
（敬称略）

〔1950年代〕
工藤俊雄　梶原達観　古谷倹次　鈴木侊子
松野裕子　寺本睦夫　今井和道　内藤博子
関武矩　笹部久美子　樋口陽子　坂本敬
小川春乃　青木瑞恵　佐藤健二郎 （15名）

〔1960年代〕
古市欣生　中川直美　河合玲子　大澤祐二
檀上仁江　福代亮三　橋本圭子　高橋委作
高橋芙木　栗岩和彦　高木邦子　谷市三
糟谷證　糟谷愛　斉藤潤子　宮谷仁太郎
宮谷祥子　天野克彦　小笹絢　内田研吾
田中桂子　西章 （22名）

〔1970年代〕
山田正子　植野幸和　植野さなえ　根岸恵子
青山博子　相澤牧人　荒牧節子　吉田久美　
井眞理子　須藤恵子　加藤博道　徳住光則
伊藤正人　渋澤博子梶ヶ谷淑子　榎本ひろ美
伊藤弥寿世 阿部智子　長田睦子　湯浅宣子
田澤利之 （21名）

〔1980年代〕
藤岡比左志　渡辺順子　佐藤美子　関本実
内田幸子　大野清夫 （6名）

〔1990年代〕
鍋島博美　高橋由佳　武藤早苗　亀山京子
落合真由美　長塚望　阿部ゆう子　森山弦人
森山友恵 （9名）

長谷川寛子　小美戸亜希　渡辺麻美　木村公優
北崎義弘 （5名）

合計　78名　78,000円
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OB・OG会事務局からのお願い
～住所が変わったらお知らせください～

毎号確実に本会報をお手元にお送りするため、住所変
更の際は事務局まで新しい住所をお知らせください。

事務局： info@rikkyo-choir-alumni.com
（会費・賛助金振込用紙の連絡欄にご記入いただいて

も結構です。宜しくお願いいたします）



ＯB・ＯＧからのメッセージ

〔名誉会員〕
松原　榮　チャプレン
大阪・堺で療養中の妻・美智子の調子が良く
ないとのことで、６月５日から１５日まで大阪
に行くことにしました。その様子いかんによっ
ては、欠席せざるを得なくなるかもしれません
が、今のところ、出席の予定です。
杖をつくようになってしまいました。行ける
間は出来る限り出席できたらと思っています。

遠山　隆夫　チャプレン
父・遠山隆夫、今年１月に何度目かの心不全
を起こし入院、２月に８６歳の高齢でしたが、
心臓の大手術を何とか乗り越え、５月はじめに
やっと退院し、現在、介護付のホームに入居
し、何とか生きてます！　
ご盛会をお祈りしています。　

（編集者注：次女・高橋典子さんより）

村上　達夫　チャプレン
老齢のため欠席いたします。
更なるご発展を祈ります。

広田　勝一　チャプレン
ご案内ありがとうございます。
所用により欠席させていただきますが、盛会
をお祈りします。

柳　時京　チャプレン
相変わらず教会の仕事に取り掛かっておりま
す。こちらでも教会音楽委員会と聖歌隊のチャ
プレンを担当しており、立教での皆様との交わ
りが時々思い出されます。
大震災のこと、心から祈っています。

松平　頼暁　カウンセラー
昨年は猿田先生の「詩でなし、ごでなし、ろ
くでなし」の中の２編をTextとした歌曲Rota-
tion I & II 作曲（ I は初演済み）。
今は猿田先生の「プレリュード」をTextとし
て成蹊大学混声合唱団の委嘱作品を作曲中で
す。
一日も早く平穏な日常に戻れますように、そ
して皆様のご健勝をお祈りします。

〔一般会員〕
鴻　輝夫　（Ｂ　５２経済）
今年も皆様とお会いできるのを楽しみにして
おります。

安永　和夫　（Ｂ　５２文英）
貴会のご活躍を喜んでおります
主のお恵みを祈ります。

寺本　睦夫　（Ｂ　５７文基）
定年（７０歳）退職後、１０年間の嘱託勤務
（帯広聖公会）も終わり、文字通り自由の身で
す。
来春、大曲バッハのロ短調ミサの演奏に向
け、練習に参加しております。元気ですよ！　
皆様によろしくお伝えください。ご盛会を祈
ります。

松野　裕子（遠藤）（５７文英）
何とか元気に過しております。
東日本大震災、原発事故の被害を受けられま
したＯＢＯＧ、現役の方もいらっしゃるのでは
と心配致しております。
一日でも早く平穏な日々に戻られますよう、
総会のご盛会とともにお祈り致しております。

石川　範子（楠井）（５８文英）
いつも魅力あるプログラムで、参加できずに
いますこと、残念に思っています。
いつの日か、参加できる日があることを、
希っています。
ご盛会を祈っています。

板橋志津子（網蔵）（Ｓ　５８経営）
いつもご無沙汰しており、お世話さまです。
教会音楽祭など準備のため、欠席致します。
ご盛会をお祈り致します。

今井　和道　（Ｏ　５８文英）
残念ながら出席できません。皆さん、ご健康
でご活躍ください。
教会の音楽が充実することを願っています。

小野　翠（穂積）（６０文心）
おかげさまで、ハイキングに明け暮れていま
す。何かのお役に立つというよりは、お邪魔に
ならないよう気をつけねばと思いつつ居りま
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す。
いつも、いろいろな事務、お手配、有難うご
ざいます。

成田　弘子（平野）（６０文心）
四旬節を迎え、心引き締まる日々です。
土曜日はほとんど教会、修道会行事がはいっ
ており、ご一緒に歌えないのが残念です。
いつかサレジオ教会聖歌隊とともに、ミサが
捧げられるとよいですね。

古市　欣生　（６０経済）
いつもご案内ありがとうございます。
お蔭様で、身体の老化を除き健康で過ごして
おります。所沢市でウォーキングの会を主宰。
教会は清瀬聖母教会に所属、平野修先輩は先
年逝去されましたが、天野克彦氏、酒井光彦氏
と一緒です。
矢部勲弘君とは同級でクラス会で年数回会っ
ているし、浜田健一君とも小川先輩の仲介で再
会、時折書状のやりとりをしています。
発声能力は退化しました。

加藤　清二　（Ｂ　６１経済）
ご案内ありがとうございます。楽しみにしてお
ります。

福代　亮三　（Ｂ　６１経済）
地域のシルバー人材センターで、パソコン教室
の講師をしたり、広報班の事務補佐をしたり、
結構忙しい毎日です。
今年は練習日程が合わず、レインボーコンサー
トに参加できなかったのが残念です。

伏木　貞子（野沢）（６１文英）
残念ですが都合悪く欠席いたします。
皆様のご健勝をお祈りいたします。

長谷川淳子（岡）（Ｓ　６２文心）
出席できず残念です。ご盛会を祈ります。

高木　邦子（和気）（Ｓ　６３社社）
地域の女声、混声それぞれの合唱団で、何と
かいまだに歌い続けております。
後輩の皆様のすばらしいご活躍、ますますに
とお祈りしております。

高橋　委作　（６３文心）
高橋　芙木（稲垣）（６３文史）
いつも御連絡をいただきありがとうございま
す。いつの日か出席させていただけるのを、楽
しみにしています。
ご盛会をお祈りしてます。
どうぞ、皆様、お身体、お大切になさってくだ
さいませ。

滝口　俊子（三浦）（６３文心）
元気にしております。
先約と重なってしまい、残念です。

竜崎　嘉明　（６３経済）
残念ながら、６月１２日～８月８日までハワ
イにて奉仕です。
また、皆様にお会いできる日を楽しみにして
います。

天野　克彦　（６４文基）
退職して数年経ちました。
今では、週２コマの大学非常勤講師をしてお
ります。また、２人の孫の世話、犬の世話、畑
仕事と頑張っております。
いちばん力を入れているのが、語りです。豊か
な物語の世界は、生きる喜び、力を与えられま
す。

小笹　絢（南部）（Ｓ　６５文英）
合唱やヘルパーなど、元気にやっております。

河野　礼子（壱岐）（Ａ　６５文心）
夫の定年退職に伴い、４０年以上にわたる牧
師館生活を離れて、静かな人の出入りの少ない
生活にいささか戸惑っております。
ご盛会を祈ります。

大塚　万紀子（黒部）（Ａ　６６文英）
土・日は教会活動で時間がとられ、他のこと
ができません。
皆様のご活躍を、心から祈っております。

伊藤　三千子（黒田）（Ａ　６９文英）
ＯＢＯＧ会では、いつも大変お世話になり、
有難うございます。
今年も欠席ですが、皆様によろしくお伝えく
ださい。ご盛会をお祈りしております。
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根岸　恵子（吉野）（Ｓ　７０文基）
わたしは、３月３１日で定年退職したので、
少しボンヤリして、それからまた、少し動き出
そうと思います。

山田　正子　（Ｓ　７０文心）
何故か、あれやこれやと忙しく、残念です
が、欠席させて頂きます。
こんな時ですから、皆様声をそろえて、東北
方面へ向かって、元気の気を送ってあげてくださ
い。私はおかげ様で無事でおりますので、持ち
場で踏ん張って、ほんの少しだけでも被災地を
支えたいと思います。

五十嵐衞崇　（Ｂ　７３法法）
４月から｢運勢鑑定士｣専任でやっております。
皆さまによろしくお伝えください。

伊藤　正人　（Ｂ　７４文仏）
伊藤　弥寿世（若林）（Ｓ　７６文仏）
いつも役員の皆さまにはお世話になるばかり
で、何のお手伝いもいたしませず、申し訳ありま
せん。
今年もまた生憎欠席いたしますが、ご盛会を
心よりお祈りいたします。

渋澤　博子（高田）（Ｓ　７４文基）
何かと多様なプログラムに追われる毎日を過
ごしています。
隣の短大の聖歌隊の練習のお手伝いをしてい
ますが、昔を思い出しながら、歌っています。
懇親会当日は、夫と九州教区へ出かける予定
です。
ご盛会をお祈り致します。

梶ヶ谷　淑子（山本）（Ｓ　７５文英）
先日、竹内先輩の追悼記念式に参加させてい
ただき、懐かしいＯＢＯＧの方々にお目にかか
れ、大変感慨深い思いでした。
皆様のご健康をお祈りします。

阿部　智子（三保谷）（Ａ　７７文史）
毎年、年代をこえて、聖歌隊に所属しておられ
た皆さまにお目にかかれるのを楽しみにしてお
ります。
故猿田先生が結び合わせてくださったご縁を

感謝しております。
若い世代の活躍には目を見張ります。

谷井　浩　（Ｂ　７９法法）
谷井　悦子（川口）（Ｓ　８０文日）
どうか福島第一原子力発電所で、危険と隣り
合せで闘っている方達のために、その意図する
冷却と封じ込めと環境修復がうまくいくように
祈ってください。
東北と日本と世界と、全ての生きている者の
ために。

小島真理子（坂内）（Ａ　８１社社）
皆様にとりまして楽しいひとときとなります
様に。いつも御連絡くださいまして、ありがと
うございます。

志田　裕美　（Ｓ　８１文英）
ご案内いただき、ありがとうございます。
ご盛会をお祈り申し上げます。

廣瀬　幹郎　（Ｔ　８１社産）
幹事のみなさま、現役の方々、毎年連絡あり
がとうございます。
今は音楽とは全く関わらない仕事なので、な
つかしいとともに、少しさみしいです。
会の成功を祈ります。

小栗　献　（Ｂ　８６文独）
私が牧師をしている神戸聖愛教会は、毎年、
関西学院大学の聖歌隊を招いて、礼拝をしてい
ます。学生時代のことを思い出します。
研修旅行が実り豊かなものとなるよう、お祈
りいたします。

善木　洋子　（Ｓ　９１文基）
ＯＢＯＧ会役員の皆様、ご連絡ありがとうご
ざいます。
卒業して２０年、月日のたつのは早いなと実
感しております。
東日本大震災で被災された方には、心からの
お見舞を申し上げます。

高橋　瑞（福本）（Ｓ　９３文教）
中学の娘の制服着ても、そんなに違和感ない
みたいです。
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古谷　秀子　（Ａ　９８文基）
ご案内ありがとうございました。
残念ながら出席できませんが、ご盛会をお祈
り申し上げます。

加藤とも子　（Ａ　０２福祉）
ご無沙汰しております。
今は小さな子がいて参加が難しい状況です
が、いつかまた皆様と歌える日が来ることを、
楽しみにしております。

岡本　領　（Ｔ　０３観光）
岡本　絵美（渡辺）（Ｓ　０４文心）
羽田に引越して２年目を迎えました。
立教にはイースター、クリスマス、聖歌隊の行
事を聴きにお邪魔しています。

古川　舞　（Ａ　０３観光）
ご無沙汰しております。
所用のため、残念ながら欠席させて頂きま
す。ご盛会をお祈り申し上げます。

宮崎　幹子（飯塚）（Ｓ　０３国際比較法）
昨年、東京教区の聖歌隊に入れていただきま
した。先輩方にお世話になり、とても楽しく歌
わせていただいております。

山崎　愛子（片岡）（Ａ　０３ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉）
２月に子どもが生まれました。
コンサート・総会とも出席したいのですが、
お騒がせしてしまうと存じますので、次回を楽
しみにいたしております。

一條　加奈　（Ｓ　０４文基）
２月４日に、男の子を出産いたしました。
現在２４時間営業で育児に奮闘しております。
奉唱会への参加がなかなか難しいですが、ま
た皆様とご一緒させて頂ける日を楽しみにして
おります。

沖田　直哉　（Ｂ　０４文基）
校友会総務委員の仕事など、土日も働いてお
ります。
９月には父親になる予定、尚更忙しくなりそ
うです。

恩田　有紀子（永野）（Ｓ　０６文史）
去る５月８日に、懐かしの立教チャペルにて
聖婚の恵みに与りました。
ＯＢＯＧの方々に聖歌隊としてお祝い頂き、
感謝しております。
また奉唱会やコンサートに参加できればと
思っております。

渡邉　麻美　（Ｓ　０６経営）
昨年、会計士試験に合格し、社会人生活をス
タートしました。仕事を始めるにあたり、東京
に引越しいたしました。
コンサート、パーティ行けるように仕事を調
整しますが、どうなるかわかりません。

神田　芙貴　（Ｓ　０７文基）
４月からデザイン系専門学校に入りました。

原　愛弓　（Ａ　０８福祉大）
今春から、私が勤めている保育園に、認可園
の姉妹園が開園いたしました。
新設園のため、毎日が忙しく、いつの間にか
２ヶ月が過ぎました。
昨年のレクイエム奉唱会には参加させて頂き
ましたので、今年の奉唱会にも参加できたら、
と思っております。

和田　俊子　（Ａ　０９中大理）
今回は教育実習と重なってしまったため、コ
ンサートには参加できません。
ご成功をお祈りしています。

荒井　宏輔　（Ｔ　１０法法）
配属が北関東になりましたので、まだしばら
く実家にいることとなりました。
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